
品番 原版代 在庫数

Ｓ-001 ビビッドマグ 不要 260
Ｓ-002 プリマグ　 ジュニア版 不要 有り
Ｓ-003 プリマグ　 サービス版 不要 有り
Ｓ-004 カラフルマグ オレンジ 不要 190
Ｓ-005 カラフルマグ ピンク 不要 200
Ｓ-006 カラフルマグ ブルー 不要 50
Ｓ-007 カラフルマグ イエロー 不要 130
Ｓ-008 カラフルマグ グリーン 不要 40
Ｓ-009　Ｓ-010 スマホスタンド 不要 200
Ｓ-011 Ｎewケイタイスタンド 白 不要 100
Ｓ-012 Ｎewケイタイスタンド ブルー 不要 完売
Ｓ-013 Ｎewケイタイスタンド ピンク 不要 完売
Ｓ-014　Ｓ-015 マルチスタンド 白 不要 500
Ｓ-088　Ｓ-089 マルチスタンド ピンク 不要 35
Ｓ-090　Ｓ-091 マルチスタンド ブルー 不要 35
Ｓ-096 まるペン立て 不要 入荷待ち
Ｓ-097 しかくペン立て 不要 入荷待ち
Ｓ-016　Ｓ-017 フラット型スタンド 不要 500
Ｓ-018　Ｓ-019 ネイル型スタンド 不要 300
Ｓ-020　Ｓ-021 プリペン立 不要 300
Ｓ-022 タイルプレート Ｍサイズ 不要 150
Ｓ-023 タイルプレート Ｌサイズ 不要 150
Ｓ-024 プレートクロック 大 不要 お取り寄せ

Ｓ-025 プレートクロック 中 不要 お取り寄せ

Ｓ-026 プレートクロック 小 不要 お取り寄せ

Ｓ-027 プリ皿 大 不要 お取り寄せ

Ｓ-028 プリ皿 中 不要 お取り寄せ

Ｓ-029 プリ皿 小 不要 お取り寄せ

Ｓ-030 アメリカンマグ 要 500
Ｓ-031 ジュニアマグ 要 270
Ｓ-092 カラフルアメリカン 黒 要 完売
Ｓ-093 カラフルアメリカン イエロー 要 110
Ｓ-094 カラフルアメリカン ピンク 要 150
Ｓ-095 カラフルアメリカン ブルー 要 完売
Ｓ-038 要 共通在庫
Ｓ-039 要 共通在庫
Ｓ-040 要 共通在庫
Ｓ-041 要 共通在庫
Ｓ-046 クレヨンシリーズ 専用クレヨン 不要 有り
Ｓ-047 クレヨンシリーズ マグ 不要 共通在庫
Ｓ-048 クレヨンシリーズ プレート白 不要 共通在庫
Ｓ-049 クレヨンシリーズ　 プレートパステル 不要 完売
Ｓ-050 クレヨンシリーズ スマホスタンド 不要 共通在庫
Ｓ-051 クレヨンシリーズ マルチスタンド 不要 共通在庫
Ｓ-052 クレヨンシリーズ 皿立 不要 有り
Ｓ-053 切り絵シリーズ カラー転写紙 不要 有り
Ｓ-054 切り絵シリーズ マグ 不要 共通在庫
Ｓ-055 切り絵シリーズ プレート白 不要 お取り寄せ

Ｓ-056 切り絵シリーズ プレートパステル 不要 完売
Ｓ-057 切り絵シリーズ スマホスタンド 不要 共通在庫 追加生産有り

在庫限り

備考欄品名

在庫限り　オプション・写真使用不可

在庫限り　オプション・写真使用不可

追加生産有り
追加生産有り
追加生産有り
追加生産なし

追加生産有り

廃番

在庫限り

カラフルスタンド　マルチタイプ　　白

カラフルスタンド　マルチタイプ　ブルー

カラフルスタンド　マルチタイプ　ピンク

カラフルスタンド　スマホスタンド　　白

在庫限り

在庫一覧表　2019年7月9日更新　

随時更新となりますので実際の在庫数とずれが生じる場合がございます。

在庫限り

廃番

追加生産なし
追加生産なし
追加生産なし

在庫限り

廃番

データ入稿必須

追加生産なし

追加生産有り

追加生産有り

大口のお客様は事前にご相談下さい

廃番

追加生産なし

廃番

データ入稿必須
データ入稿必須

在庫限り



Ｓ-058 切り絵シリーズ マルチスタンド 不要 共通在庫
Ｓ-063-Ｓ-083 キーホルダー　各種 要 有り
Ｓ-098 折り鶴2Ｐセット 平和祈願 不要 受注生産
NET-001 マグネットプレート 丸 不要 50

Ｓ-033 玉渕マグ　 ホワイト 要 950
Ｓ-034 玉渕マグ　 イエロー 要 8
Ｓ-035 玉渕マグ　 グリーン 要 5
Ｓ-036 玉渕マグ　 ブルー 要 270
Ｓ-037 玉渕マグ ピンク 要 330

フォトスタンド 白 要 8
フォトスタンド 黄 要 0
ペン立 白 要 290

Ｓ-044 ペン立 黄 要 15
Ｓ-045 ペン立 緑 要 50

追加生産有り

在庫限りで終了
在庫限りで終了

在庫限りで終了
在庫限りで終了
在庫限りで終了
在庫限りで終了
在庫限りで終了
完売しました
在庫限りで終了

アウトレット商品
在庫限りで終了

追加生産有り
羽に文字入れのみ　

追加生産有り


